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１．組織の概要

　　　会社名 日本システム開発株式会社
　　　設立 1971年（昭和46年）5月
　　　資本金 １億円
　　　代表者 代表取締役　亀井　政之
　　　社員数 116名　（2017年7月現在）
　　　事業内容 ソフトウェアの開発販売、旅行業ソリューション
　　　事業所 東京都新宿区歌舞伎町２－４－１０　KDX東新宿ビル

電話  03-6302-1371  ＦＡＸ  03-6302-1391
　　　ホームページ http://www.nsk.co.jp/
　　　事業所データ KDX東新宿ビル6階
                       床面積：737.82（㎥）

２．対象範囲
　　　
　　 認証　　　　　　　 登録番号：0000875
     登録範囲　　　　　 全社
     レポート対象期間　 平成28年7月1日～平成29年6月30日（当社47期）
     レポート発行日　　

３．環境経営方針

日本システム開発株式会社　
代表取締役　亀井　政之

当社は、「地球資源が有限であることを認識し、環境の保全に永続的に配慮していく」ことを
重要経営課題のひとつとし、事業活動と地球環境の調和を目指して、全社員が環境問題に
積極的に取り組み、この取り組みを継続的に改善していくことで、社会の安全と発展に
貢献し社会的責任を果たします。

３-２　環境方針

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本システム開発株式会社　
代表取締役　亀井　政之

１．全社員は、資源およびエネルギーの有限性を深く認識し、節約およびリサイクルに
    積極的に取り組み、環境負荷低減と環境汚染の予防に努めます。
２．環境マネージメントシステムを構築し、環境目的・環境目標を具体的に設定し、
    運用、評価、見直しを実施して、継続的な改善に努めます。
３．環境教育・周知活動を推進し、社員の環境意識の向上を図るとともに、環境方針を
    社外に公開します。
４．事業活動にあたって、法規制、条例およびその他の要求事項を遵守します。
５．当社の事業活動が生物多様性に与える影響を充分把握し、生物多様性の損失を防ぐ
   「自然共生社会」の実現に向けて取り組みます。
６．業務遂行における資源削減、エコ素材推奨を推進します。

平成29年9月8日

2011年7月29日

３-１　環境理念　　　　　　　

2010年7月1日
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2011年3月策定

日本システム開発株式会社　

代表取締役　亀井　政之

当社の事業活動が生物多様性に与える影響を充分把握し、生物多様性の損失を防ぐ
「自然共生社会」の実現に向け、取り組んでまいります。

１． 生物多様性保全を、企業の重要課題のひとつとして捉え、事業計画、企画、開発、設計、製造、
　　 試験など、全ての事業活動において、生物多様性への影響を配慮します。

２． 電力等エネルギーの使用、水資源の利用、原材料の調達、化学物質や廃棄物排出などにおいて、
      生物多様性への影響に配慮し、低減に努めます。

３． 顧客、取引先、地域社会、社員などのステークホルダーと連携した生物多様性保全活動を
　　 推進します。

４． 生物多様性保全の周知活動を推進し、社員の生物多様性保全への意識向上を図るとともに、
      生物多様性保全宣言を社外に公開します。

４．環境経営目標

承認：代表取締役：亀井政之
作成：環境管理責任者：三浦 未知央

中期（３年）活動計画（47期：2016年度～49期：2018年度）は以下の通り

●４９期（２０１８年度）への中期目標

●今後の具体的な施策案

１）電力使用量低減に向け、労働時間の削減努力や、エアコンの適正な温度設定、昼休みの電気の消灯、蛍光灯の
　  間引き等を実施する。
２）廃棄物については、ペーパーレス化と適切なゴミの分別を徹底していく。
３）エコチャレンジシステムの毎月の利用を啓蒙し続ける。
４）創立記念式典で、生物多様性やエコに関連したセミナーを開催する。

５）本業においても環境保全へ配慮する。

３-３ 生物多様性保全宣言

４-１ 　中期　（３年） 環境目標
2016年8月23日

1 電力使用 47期    　109,136kwh　新事務所消費電力予想値(節電対策込み)
量の低減 48期   　 111,319kwh　前年比2ポイント増に抑える 

49期  　　113,545kwh　前年比2ポイント増に抑える 
　　　　　--各年4名増による使用電力増を見込む一方で、
　　　　　　　節電対策による節電効果も織り込み、各年前年から2ポイント増で
　　　　　　　抑えることを目標とした。
　　　　　　一般          産廃　　　　　循環資源ゴミ   
47期    1,460kg         2720kg　　　　　870kg      新事務所廃棄量予想値(削減対策込み)
48期    1,489kg         2774kg　　　　　887kg 　   前年比2ポイント増に抑える 
49期    1,519kg 　 　　 2830kg　　    　905kg 　   前年比2ポイント増に抑える 
　　　　　--各年4名増による廃棄量増を見込む一方で、
　　　　　　　削減対策による削減効果も織り込み、各年前年から2ポイント増で
　　　　　　　抑えることを目標とした。

2 教育・啓蒙 教育・啓蒙 49期までの活動として以下を実践する
広報 ・環境活動への取組みが『見える化』できるエコチャレンジシステム の継続利用

・生物多様性、エコ関連セミナーの開催

廃棄物の
削減

No 環境方針 環境目的 環境目標（47期～49期）

環境負荷
の低減と
環境汚染
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２０１６年度（４７期）

当社作成
「エコチャレンジシステム」

CO2削減目標を設定し、自己評価を行っていく事で、部門別や個人別での
CO2の削減量の可視化を行えます。

４-２ 　４７期　環境目標　　　

1 環境負荷の低減と 電力使用量の低減 109,136kwh以内 昼休みの消灯
環境汚染 使っていない場所の消灯
の予防 エアコンの設定温度の確認

室温平準化のために扇風機の活用
離席時、ディスプレイの消灯他
蛍光灯の間引き
主電源をこまめにＯＦＦ

一般廃棄物の分別 一般(1460kg)以内 使い捨て製品の使用や購入の抑制
循環(870kg)以内 ゴミの分別の徹底

両面・集約印刷とコピー
整理整頓

産業廃棄物の適正
廃棄

廃棄物の廃棄量の把握

廃棄時に業者に依頼しマニュフェストの適正管理

グリーン購入 再生紙の優先使用

エコマーク商品の優先購入

作業時間の短縮 前期の作業時間より少なく 作業の効率化、作業分担の工夫
2 教育・啓蒙 教育・啓蒙 エコチャレンジの継続利用 エコチャレンジ利用

全社員にむけての説明会開催 創立記念式典
活動結果の報告 3.エコプロ作業記録47期.xlsに実施内容記載

広報 ＮＳＫカード（グリーンカード） グリーンカードの作成
グリーンカードの携帯・着用チェック

活動目標の掲示 ポスターの掲示
活動結果の報告 毎月の活動結果の広報（社内web）

3 法令遵守 法令遵守 関連法規のチェック 関連法規の改正チェック、定期的な遵守チェック

4 生物多様性への配慮 生物多様性保全
従業員への生物多様性保全意
識向上

創立記念式典等で、生物多様性の現状と、その保全状況を
従業員へ周知

5
業務遂行における資源
削減、エコ素材推奨を
推進します

業務上のエコ配慮
本業においての環境保全への
配慮と貢献

・業務においてのペーパーレス化
・業務利用機器にはエナジースター準拠製品選択
・仕入機材には、ロハス対応素材を使用したものを選択

・情シス：社内不良削減による工数削減　　～社内の省電力など

・ＰＢ部：ダム・河川制御システム ～顧客のみならず、多くの環境貢献

・ＳＫ部：ＭＤＳＳの拡販  ～顧客の製造工程の省電力・省資源・廃棄物削減など

・ＥＳ部：防災システム  ～速やかな災害対応による環境保護に貢献

実施項目

廃棄量(2720kg)以内

購入に際し、グリーン購入
法に沿った商品を優先

No 環境方針 環境目的 環境目標
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５．環境経営計画

５-１ 　４７期　環境経営計画　　　
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社内に掲示し、今期目標を周知し、啓蒙する

５-２ 　全社向け啓蒙　ポスター（47期環境活動）
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エコプロジェクト・作業記録　（47期：2016/07～2017/06）

６-１ 　４７期の活動記録

６．環境経営計画に基づき実施した取組内容
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【電力】

 前年比　　　　  　　82.9％　　91.1％

＊46期は45期より17ポイント減少、47期は46期より9ポイント減少した。

【廃棄物】

   

●47期一般廃棄物については、46期に比べ、10ポイント増。
●産業廃棄物については、移転のあった46期が突出した。
　 47期は、46期の10％に減少。
●循環資源ゴミも、移転した46期が多かった。
　 47期は、46期の13％に減少。

移転後の廃棄物（46期12月～47期6月）の実績

2016年3月　移転後の片付けで出た廃棄物を処分。

2017年2月  2016年年末の大掃除の廃棄物をまとめて処分。（廃棄PC等 990ｋｇ）

６-２ 　3年間の取組の推移(電力と廃棄物）
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【電力と廃棄物のＣＯ２換算】

■電力のＣＯ２実排出係数・・・0.411kg-ＣＯ２/kwh（平成26年電気事業者別排出係数　丸紅株式会社）
■可燃物のＣＯ２排出係数・・・0.34kg-ＣＯ２/kｇ（東京都）
■産業廃棄物（破砕・粉砕）と、循環資源ゴミは、ＣＯ２換算から除く。

【グリーン商品購入実績】　
＊会社の備品類は、主に大塚商会で購入、大塚では置いていないものはアスクルで購入。

●大塚商会でのグリーン購入比率は、68.8％だったが、 アスクルでは、２％だった。　　
　 全体では、56.2％で、目標の70％には達しなかった。
   移転により必要になったもの（ホワイトボード、テレホンアーム等）が、グリーン商品ではなかった。

　 

７．４７期環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

電力 目標：109,136kwh　→　実績：119,177kwh    109% 目標不達成
46期：130,812kwh  ⇒　47期：119,177kwh     91% 前期より91％に減少した

一般廃棄物 目標：1,460kg　→　実績：1,370kg         　     93% 目標達成
産業廃棄物 目標：2,720kg　→　実績：3,460kg      　       127% 目標不達成
循環資源ゴミ 目標：870kg　→　実績：795kg　　　 　　　　 　　91% 目標達成
グリーン購入 目標：グリーン商品を優先購入　 　　　　　　　56.2% 目標不達成
作業時間 46期の月間平均作業時間（1人当たり）169.2h

→　47期の月間平均作業時間（1人当たり）161.0h　　95％ 目標達成

７-１ 　４７期環境活動の実績まとめ
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７-２ 　取組結果とその評価、次年度取組内容
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環境関連法規の遵守については、社内監査を適正に行っており、違反、訴訟等はありません。
関係当局よりの違反等の指摘も過去3年間ありません。　　　　

承認：代表取締役　亀井政之
作成：環境管理責任者　三浦　未知央

○全体評価
1）電力使用量は、目標値には若干及ばなかったものの、前期との比較で
   大幅に削減(前期の91%に抑えた)できたことは良かった。
   ただ、この削減の主な要因は事業所移転による延床面積減少と考えられ、
   来期以降は別の削減努力が必要である。

2）廃棄物については、産業廃棄物の排出量が予想よりも多く、目標を達成できなかった。
   前の事業所から不要な機材を運び込んでしまっており、それを廃棄したことが原因である。

3）教育・啓蒙について
   生物多様性については、例年、当社の創立記念式典で全社員に向け教育・啓蒙している。
   今回は動画「生物多様性と 人間の共生を考える」を上映した。
   当社では、エコを啓蒙するソフトウェア「エコチャレンジシステム　＜エコチャン＞を
   全社員が毎月使用しており、エコ意識を高く保てている。
   エコチャレンジシステム = http://www.nsk.co.jp/product/ecochan.html

○指示
  電力使用量削減に向けた、今後の対策として照明のＬＥＤ化を検討している。
  空調電力の使いすぎが見て取れ、また不要箇所の消灯も徹底できていないので、改善していく。

  今、企業は働き方改革を求められている。当社でも労務管理を強め、記念日有休を
  推奨するなど、有休取得率向上に向けた動きを活性化させている。
  そういった作業時間の適正化をエコにつなげていく。

2017年8月30日

８．環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、起訴等の有無

９．代表者による全体評価と見直し・指示
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